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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

地域福祉の向上を目指して

羽咋市社会福祉協議会会長　松田　孝司

　あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって喜ばしい年となることを願って
おります。
　さて、２年以上にわたるコロナ禍の影響で、様々な地域活動が停滞しておりました。昨
年後半からは、コロナの感染が十分収まらない状況ではありますが、マスク、消毒、三密
対応など一定の対策をとることにより、交流活動、社会活動がこれまでと同様に行うこと
ができるようになり、活気が取り戻されつつあります。
　社会福祉協議会は、このコロナ禍の中、困窮されている方の生活の安定を最優先に考
え、積極的に相談や支援活動を行っております。また、一人暮らしや高齢者世帯が急増す
る中、地域における支えあい活動の充実を目指し、各町会の地域福祉推進チームの支援や
地区における生活支援協議体の設立を進める一方、ボランティア活動や市民活動の拡充の
ため、市民活動支援センターの運営にも取り組みました。
　また、昨年は、３年ぶりにはくい福祉まつりが開催され、市内外から大勢の方にお越し
いただきました。福祉まつりは、日頃、社会貢献活動を行っている団体が、互いに結びつ
きながら市民の生活を支えていることを実感し、これからの活動の飛躍や挑戦の意欲を高
めるとともに、市民との出会いの喜び、ふれあいの喜びを分かち合う大切な機会でもあり
ます。今後も、来場者、福祉団体、ボランティアの皆様が共に楽しめるイベントにしてい
きたいと思います。
　そして、今後10年間を見据えた地域福祉活動計画を策定いたしました。誰もが安心し
て地域で生活できるように、福祉活動を行う多くの団体やボランティアの皆様のお力をお
借りし、地域福祉の向上に先導的な役割を担っていきたいと思います。今年も、皆様のご
支援ご協力をお願いいたします。
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第30回はくい福祉まつり（報告）
令和４年10月２日　３年ぶりの開催

実行委員会
6/22【第１回】38団体（来場26,zoom12）
8/17【第２回】41団体（来場26,zoom15）

新型コロナ禍での開催判断日

★ 9/20開催決定 ★

9/23（祝） 会場清掃・草刈り・看板設置10/１ 前日　全実行委員

10/１2 実行委員会　反省会 21団体
（来場15,zoom6）

当
日

テント組み立て

地域支えあいサポーターも
　　　　バルンアートで協力

会場装飾

はくい福祉まつりの旗　あなたのデザイン大募集！
応 募 資 格：羽咋市民　７歳～18歳　(児童・生徒の年齢相当）
応募締め切り：令和５年３月31日
応募用紙（設置場所）：本会ホームページまたは事務局窓口
応 募 方 法：窓口提出、メール  E-mail : h.shakyo@titan.ocn.ne.jp
そ　の　他：デザインは規格0.5m×1.6mの旗に転写されます。デザイン上には「はくい福祉
　　　　　　　まつり」と事務局で追記します。
【個人情報の取り扱いについて】応募作品は返却しません。／応募作品は未発表の自作のものに
限ります。／応募作品の著作権は本会に帰属します。／選出された作品については、氏名と年齢
を公表することがあります。

はくい福祉まつり寄付金

ありがとうございました

計 59,487円

羽咋ロータリークラブ
羽咋ライオンズクラブ
羽咋市民生委員児童委員協議会
羽咋市退職女教師みどり会
ともバス会
羽咋市主任児童委員
羽咋市老人クラブ連合会

羽咋市身体障害者福祉協議会
はくいの郷
なぎさ工房リヴ
羽咋郡市視覚障害者協会
羽咋郡市鍼灸マッサージ師会
羽咋市在宅総合サービスステーション

☆第30回を記念して当日の様子を映像にまとめました。
　はくい福祉まつり当日のDVDをご覧になりたい方は、
　社協までご連絡下さい。TEL.22-6231
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第30回はくい福祉まつりテーマ：支え合いの絆でつなぐ　羽咋の未来

参加団体が協力してくれて
後片付けが助かりました。 実行委員の一人として

やる気いっぱいで当日
を迎えました。

久しぶりの開催で
楽しかった。

来場者の表情をみて今
後も続けていかねばな
らない！と思った。

家族での来場者が多い
ように思いました。

体育館の机とイスが
新しく、気持ちよく
準備ができた。 福水町げんき会の踊りに元気をもらい

ました。（年だからといって尻込みし
ない、外にでようと思いました。）

隣の団体や来場者との楽しい
コミュニケ―ションもあり福
祉まつりの意義を感じた。

非接触性体温計、手指消毒の設置、
換気など感染症の予防がしっかり
できていたので良いと思います。

体験型企画は楽しめ
ていて、とても良い
と思いました。 食事のできる場所が

なく、仕方ないです
が寂しかったです。商品が無事完売し、

安心しました。
コロナウイルス拡大で３年ぶり
の開催でエリアも縮小だったが
全体的に良かった。

屋内での様子をみていても、
生き生きと活動されて素晴
らしいと思いました。

好天に恵まれ、沢山の来場者
でした。久しぶりの開催を楽
しみにしていたのでしょうか。
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第65回羽咋市社会福祉大会

　令和４年10月26日、羽咋市と羽咋市社会福祉協議会との共催により、第65回羽咋市社会福祉大会が、
羽咋市老人福祉センターにおいて開催されました。
　社会福祉の各分野で多年にわたり活躍された25名・14団体に岸市長より、表彰状が授与されました。

＊民生委員の部
　宮崎　禮子　　青木　欣治

＊社会福祉関係団体役員の部
　羽咋市身体障害者福祉協議会　　：三門　佐代子
　羽咋市老人クラブ連合会　　　　：安田　克行
　羽咋市母子寡婦福祉協会　　　　：千野　まき子
　羽咋市遺族連合会　　　　　　　：一谷　祥子
　羽咋市遺族連合会　　　　　　　：舩本　光夫

＊社会福祉事業従事者の部
　株式会社楓の家コーポレーション：片山　伸
　社会福祉法人弘和会　　　　　　：横田　るり子
　社会福祉法人弘和会　　　　　　：細田　裕子
　社会福祉法人弘和会　　　　　　：上河原　美由紀
　社会福祉法人弘和会　　　　　　：定免　礼子
　社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会：坂本　陽子
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：堀田　和美
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：岩見　洋晃
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：濱中　早矢香
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：畠山　佳子
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：中村　郁子
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：松田　幸枝
　社会福祉法人眉丈会　　　　　　：平川　智晴

第71回石川県社会福祉大会
　令和４年10月25日、石川県地場産業振興センターにて、石川県知事及び石川県社会福祉協議会会長表
彰の授与式がありました。受賞されました方々は次のとおりです。　

＊石川県知事表彰
　社会福祉事業関係団体役員等
　　社会福祉法人眉丈会　　　　　：加中　英喜

　社会福祉事業従事者
　　羽咋市在宅総合サービスステーション：高木　いづみ
　　羽咋市在宅総合サービスステーション：中條　綾乃

　ボランティア活動者・活動団体
　　本江町地域福祉推進チーム
　　若部町地域福祉推進チーム

　とき保育園
　（社会福祉法人 羽咋麻耶福祉会）：疋田　志津恵
　ゆりかご保育園
　（社会福祉法人ゆりかご福祉会）：松本　由紀
　千里浜保育所
　（学校法人 羽咋白百合学院）  ：河上　有花
　認定こども園羽咋白百合幼稚園：長岡　晴美
　認定こども園羽咋白百合幼稚園：繁在家　真紀

＊ボランティア団体の部
　おっちゃ家（住民主体の通いの場）
　邑知っ子見守り隊
　余喜っ子見守り隊
　羽咋小学校見守りボランティア
　三ツ屋町地域福祉推進チーム
　上中山町地域福祉推進チーム
　太田町地域福祉推進チーム
　滝谷町地域福祉推進チーム
　兵庫町地域福祉推進チーム
　石野町地域福祉推進チーム
　島出町地域福祉推進チーム
　川原町地域福祉推進チーム
　旭町地域福祉推進チーム
　南中央町地域福祉推進チーム

受賞された皆様
おめでとうございました

＊石川県社会福祉協議会会長表彰
　民生委員・児童委員
　　塩谷　伸一　　酒井　三郎

　社会福祉事業従事者
　　羽咋市在宅総合サービスステーション：富田　ひろみ
　　たきのーほーむ風和里　　　　：森川　美奈子
　　唐戸山ホーム　　　　　　　　：宮田　さおり
　　唐戸山デイサービスセンター　：新谷　香
　　特別養護老人ホーム眉丈園　　：山田　美幸

　社会福祉事業関係団体役員等
　　羽咋手をつなぐ育成会　　　　：金丸　武治

　ボランティア活動者・活動団体
　　岡野　俊昭
　　中央町地域福祉推進チーム

ご協力：草月流
　　　　蓮本年子氏
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【満足度・職員対応アンケート集計結果】
　７月中に、在宅総合サービスステーション、老人福祉センター、羽咋・瑞穂・邑知の各放課後児童クラブ、
社会福祉協議会事務局で総合的な満足度、職員の対応についてアンケートを実施しました。今回のご意見を踏
まえ、引き続きみなさまに満足していただけるサービスを提供してまいります。

■在宅総合サービスステーション（居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、訪問入浴）の総合的な満足度 90%

（ご意見）・少し不満→制度上出来ないことを求められることがあるが、説明し理解していただけるよう努めます。
　　　　　・独居の父が気づかない事、家電の故障など気づいて連絡くださり助かってます。

■老人福祉センターの総合的な満足度 80%

（ご意見）・夏場お風呂の窓がかなり開いているので、何か目隠しがあれば嬉しい。→スダレを設置しました。
　　　　　・脱衣室にドライヤーを置いてほしい。→持っていかれれる人がいるため設置していませんが今後検討します。
　　　　　・コロナ禍の予防対策等、厳しく丁寧で力強さを感じます。

■放課後児童クラブ（羽咋・瑞穂・邑知）の総合的な満足度 98%

（ご意見）・整理整頓されていて、消毒や手洗い等、換気もきちんとしてくださっているなと思います。
　　　　　・おやつの内容や量がよくわからない。→クラブのおたよりに「おやつ」についての掲載を増やします。

■事務局の職員の対応についての満足度 97%

（ご意見）・職員のみなさんがいつも笑顔で接してくださるのでうれしいです。
　　　　　・こちらの立場になって考えてくださっているように感じます。

社協職員接遇・マナー研修　報告
　11月９日に社協全職員（事務局・老人福祉センター・放課後児童クラブ・在宅総合サービスステーション・
市民活動支援センター）を対象に接遇・マナー研修を実施し、62人が参加しました。徳田匠講師は、７月に実
施した職員対応アンケートを踏まえ、主に接遇・マナーの５原則について講義されました。

　まずは、床に挨拶するのではなく、きちんと相手の顔をみて言葉かけを行う。言葉遣いは、信頼関係と馴れ
馴れしいを、はき違えない。相手の気持ちを考えながら話を聴ける人が聴き上手な人だと学びました。
　今後、社協全職員は、より一層の接遇・マナーの向上に努めてまいります。

徳田匠講師による講義 学んだことを踏まえて職員同士で
挨拶を実践

接遇・マナーの５原則

①　あいさつ
②　身だしなみ
③　表情
④　言葉遣い
⑤　態度

【研修を終えて】
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生活支援協議体の取り組み紹介
　第２層生活支援協議体は、公民館単位で組織される地域の有志の方々による地域住民の支え合い・助け合い
を考える組織で、羽咋市には７つの協議体があります。

アンケートで地域調査
「あい愛あわのほ」

LINEを活用して地域の助け合い
「寺家町たのんねっと」

　令和４年２月に結成された「あい愛あわ
のほ」では、地域で必要な支援策を検討す
るために８月～９月にかけて独居の75歳
以上を対象としたアンケート調査を実施し
ました。
　生活状況、健康状況についての項目と
日々の生活の中での困り事についての項目
についてメンバーも聞き取りしながら回答
していただきました。
　結果から、買い物、通院、電球交換や簡
単な修理、除雪等に困っている方が多いと
いうことがわかりました。反面特に困って
いないという回答も多く、自力や親戚家族
の手助け、知人や友人の手助けで解決でき
ているという回答も多くみられました。
　ニーズの把握とその解決策について、担
い手の発掘も含め、これから地域でできる
ことを検討していきたいと考えています。

　「たのんねっと」は「たのんね」（頼むね）＋「ネット
ワーク」という意味の、助け合いのボランティアネットワー
クのことです。
　寺家町では一ノ宮ささえ愛隊で実施したアンケート結果を
もとに「お月あい」という集いの場を作りました。その後の
取り組みとして、地域のちょっとした困り事をお手伝いする
仕組みづくりに取り組んでいます。
　コロナ禍、集まる機会を最小限にするため、50代、60代
のメインスタッフでLINEグループを作り、連絡できる体制
を作りました。LINEを活用して作業風景や活動記録の情報
共有を行っており、手続きを極力省略する流れで活動してい
ます。
　また、スタッフは、開始時に町内回覧板でボランティアを
募り、20人以上のメンバーが集まりました。各自の支援で
きる項目で役割分担ができており、単純明快なしくみとなっ
ているのが特徴です。
　「お互い様」の繋がりをモットーに寺家町独自の助け合い
活動を進めています。

令和４年度共同募金運動
ポスターコンクール受賞者

羽咋市立羽咋小学校
１年　湯口　日茉梨さん

令和４年度共同募金運動ポスター
コンクールの審査会が行われ、羽
咋市内の学校からは11名の方が
受賞されました。おめでとうござ
います‼

【石川県知事賞】

県立羽咋工業高等学校
３年　折戸　咲菜さん

【石川県教育委員会賞】

県立羽咋工業高等学校
２年　延命　彩希さん

【石川県共同募金会会長賞】

羽咋市立羽咋小学校
６年　勝山　美来さん

県立羽咋工業高等学校
３年　見村　妃奈さん

【優秀賞】
県立羽咋工業高等学校
２年　橋本　菜々美さん
３年　奥井　梢江さん

【佳作】
県立羽咋工業高等学校
２年　峰　真愛さん
３年　硲　莉子さん

【入選】
県立羽咋工業高等学校
２年　上杉　望笑さん
３年　藤田　姫亜来さん
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「もったいない」から「ありがとう」へ

生活困窮者自立相談支援事業をごぞんじですか？

新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付事業

フードパントリー（食品無料配布会）を実施
　10月22日、食品無料配布会を実施し、事前に申し
込まれた26人にお米を含む食料品と日用品を配布し
ました。10月８日～14日まで実施したフードドライ
ブ（食料品や日用品の寄付）では市民から、お米
400キロ、食料品80キロ、日用品68キロを御寄付い
ただきました。食料をいただいた皆様からは「こん
なにもらえてうれしい」「ありがとう」「本当に助
かる」との声が聞かれました。

集まった一部の食料品・日用品

一人に渡した品物

　生活困窮者自立相談支援事業とは、経
済的に困窮し、最低限の生活を維持でき
なくなる恐れのある方を対象に幅広く相
談を受け、就労や家計の改善の支援を含
め、自立に向けて必要な情報の提供や助
言を行う事業です。

　令和２年３月25日から開始した新型コロナウ
イルス感染症に係る生活福祉資金特例貸付（以下
特例貸付）は令和４年９月30日をもって受付が
終了しました。特例貸付の償還が令和５年１月か
ら始まります。償還の開始にあたって今後の生活
に不安を感じる方は自立相談支援機関である羽咋
市社会福祉協議会へご相談ください。

　　　　　　TEL：22-6231

　社会福祉協議会は自立相談支援機関の相談窓口
として生活の不安や悩みの相談を受けます。一人
で悩まず私たちと一緒に解決策を考えましょう。
　まずは、来所、電話でご連絡ください。

　　　　　　　TEL：22-6231

仕事が見つからない。
働いていなかったから
就職が不安。

どこに相談していいか
分からない。
近所と交流したい。

収入があるのに、なぜかお金が足りない。
滞納金がいろいろあってどうすればいい
か分からない。

【償還免除に関する問い合わせ】

石川県社会福祉協議会　コロナ特例貸付償還センター

TEL：０７６－２０４－８５６２
★「償還免除」される場合は申請が必要です。

まずは社協にご相談を
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羽咋市ボランティアセンター
電話：０７６７ー２２－９３１５　　ＦＡＸ：０７６７ー２２－６１８９

　視覚、聴覚、肢体に障がいのある人の話を聞き、交流や点字、手話、車椅子などの
体験を通して、障がいの理解や生活について学び、障がいのある人も自分らしく地域
で生活でき、「共に支えあうまちづくり」につながるように実施しています。

　『視覚障がい者のお話と点字を読む体験』（オンラインで実施）
　後石原幸守氏（羽咋郡市視覚障害者協会会員）と羽咋市点訳ボラン
ティア「点灯虫」から、障がい者の日常生活上のお話を聞きました。
点字は身近なところにある事や、シャンプーボトルの凹凸のように、

ユニバーサルデザインで障がいの有る無しにかかわらず、触って違いを判断できるものが多く
あることを学びました。
　
　粟ノ保小学校４年生の感想から抜粋
・本好きの私は、目が見えなくなってしまうことで、本が一生読めなくなってしまうと決めつけてしまってい
　たけれど、点字の本などがあると知って、世界は人のことをとても愛しているんだなと学べました。
・14歳から目が見えなくなったけど、目が見えなくても出来る仕事を探して点字を学んで、覚えたことがす
　ごいと思います。目が見えなくても幸せで、元気に長生きしてください。他にも不自由な人がいたら教えて
　もらったことを忘れずに手助けしたいです。

福祉学習の取り組み 「出前！ちびっこボランティアスクールを実施して」

地域支えあいサポーター養成講座地域支えあいサポーター養成講座

場所：羽咋すこやかセンター２階　研修室

第１回

第２回

第３回

開催日時 内　容

令和５年
２月17日（金）
13：30～15：30

羽咋市の現状について（30分）
高齢者の特性について（45分）
羽咋はつらつ体操【実技】（45分）

３月３日（金）
13：30～15：30

高齢者との接し方と傾聴（60分）
地域支えあいサポーターの活動（45分）

後日調整
［見学・体験会］

地域サロン　はつらつ体操
住民主体“集いの場”

※講座終了後、羽咋市地域支えあいサポーターとして登録することができます。登録後はさまざまな地域
　活動のご紹介、フォローアップ研修のご案内で、継続した地域活動をお手伝いします。

　地域支えあいサポーターは、地域の生活の困りごとを解決するための有償活動を担います。その他、福
祉まつりなどのイベントで仲間と楽しく活動する機会もあります。

羽咋診療所、桂優、滝町町会、千田電器商会、林佳代、山口美紀子、東谷真紀子、三浦壽美子、
山本雅代、千里浜金毘羅町防災会、市民窓口課、所司克弘、東川原町福寿会、松岡昌子、
大橋武俊、千里浜町会、羽咋警察署、オフィス空間ミヤカワ、川口勲、西夛直樹、藤岡京子、
塩谷文代、里見公二、西澤雅子、健康福祉課、越路野公民館、宇土野町会、的場町長寿会、
西屋康子、井表登喜美、浅野由美子、玉壽寺、田方朋代、磯見剛、窪田時子、酒井由美子

（順不同・敬称略）　　その他、多数の皆様ご協力ありがとうございました。　　　　　　　　

プルタブ、使用済みインクカートリッジ、古切手、書き損じはがきなど

12月８日受付分まで
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eスポーツで介護予防 太鼓でドン！ドン！
～地域サロンが体験～

　羽咋市老人福祉センターで地域のサロンが「太
鼓で脳トレ」を体験しました。体験に参加された
「若部気楽会」、「福水町元気会」、「滝町ひま
わり会」のサロンのみなさんは、歌のリズムに合
わせて楽しく、真剣に太鼓をたたいていました。
参加者からは「楽しかった！」、「次はステップ
アップし、レベル２に挑戦してみたい」などの声
が聞かれました。サロン活動としての体験を今年
度いっぱい受付ておりますので、どうぞお気軽に
羽咋市社会福祉協議会まで申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　TEL.22-6231

体験募集中

「太鼓で脳トレ」の体験を
しているサロンのみなさん

老人福祉センターをご利用ください！

開館記念祭 寿文化祭 年忘れお楽しみ会

「大正琴演奏」晶和会
「フラダンス」
　マハロフラ　ルアナクラス
「みんなで体操」第一興商　
「趣味の教室発表」等
　　　　（５月17日開催）

「太鼓」一ノ宮太鼓
「踊り」勝美会
「太鼓の達人」紹介
「趣味の教室発表」　等
　　　（９月16日開催）

「よさこい」福水げんき会
「二胡・大正琴演奏」
　　　　　金井　俊一　氏
「手品」　松田　義明　氏
「みんなで体操」第一興商　
「福引大会」　等
　　　　（12月２日開催）

　老人福祉センターでは年間をとおして、ゲームソフト「太鼓の達人」を取り入れた「eスポーツ企画」
等の他に、大きな行事を年間３回実施しています。コロナ禍で休止していた開館記念祭と寿文化祭は２
年ぶりの開催となり、皆様に楽しいひと時を過ごしていただきました。当日のお風呂の入浴料は無料に
させていただいております。地域サロン等の団体として申し込みも大歓迎ですので、みなさまのご利用
をお待ちしております。

老人福祉センター送迎バス新設
コ ー ス：羽咋・千里浜コース　毎週木曜日
バス時間：《行き》羽咋中央バス停（中央公園向側）10：20
　　　　　《行き》千里浜自動車学校前　10：25
　　　　　《帰り》老人福祉センター　14：15

【お問い合わせ】
２２－５３１３
（老人福祉センター）

お知らせ



　　羽咋市社会福祉協議会だより No.113　2023.1９

ご寄付ありがとうございました

記載を承諾された方のみ掲載しております。

春の恋活 in 羽咋　～ 宇宙で一番素敵な出会い みつけませんか？ ～
日　時：令和５年３月４日（土）10時30分～16時（受付10時～）
場　所：宇宙科学博物館 コスモアイル羽咋 １階研修室

対　象：30代～40代　独身男女各８名

          （羽咋市在住・在勤者・移住希望者）

参加費：2,000円 （昼食含む）当日支払い

応募締切：令和５年２月14日（火）抽選により決定

申込み：右のQRコードを読み取って

　　　　いしかわ縁結びイベント専用サイトからご応募ください。

申込みはこちら

※申込みにあたり、いしかわ縁結びイベントの
　会員登録（登録無料）が必要です。

問い合わせ：羽咋市社会福祉協議会
　　　　　　☎0767-22-6231

※コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止することがあります。

令和５年度羽咋市社会福祉協議会　一般・臨時職員募集
○職種、採用予定人数など

　　①社会福祉協議会業務：一般職員１人程度　大学卒業程度の学力を有する方　

　　②社会福祉協議会業務：臨時職員１人程度　

　　　一般職員、臨時職員とも社会福祉士、保健師の有資格者は優遇します。

○採用年月日　令和５年４月１日

○年　　　齢　採用時満39歳以下

○申 込 受 付　令和５年１月４日（水）～31日（火）（必着）

○提 出 書 類　①一般職員：履歴書、レポート　②臨時職員：履歴書

　　　　　　　（詳細については下記にお問い合わせください）

○提出先・問い合わせ　〒925-8506　羽咋市鶴多町亀田17番地　羽咋すこやかセンター内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人羽咋市社会福祉協議会（☎ 22-6231）

参加者
募集


